
この度はナップスサーキット走行会へのお申込みいただき、 誠にありがとうございます。 当走行会への参加／お申込みにあたり、

下記内容と同意書を熟読していただき、 ご理解 ・ご了承の上、 同意書にご署名いただきますようお願いいたします。

参加者説明

・ オウンリスクの精神をご理解いただける方のみご参加ください。
　 ｢事故｣・｢転倒｣・｢怪我｣等は全て参加者自身の責任となります。 極端な話、 直線を走行中に後続車から追突されても、 後続

 　車に責任追及は出来ません。 それがサーキットを走行するという事です。

　 これは走行者だけではなく、 同行者も同様です。 （同意書もよくご確認ください）

・ 参加年齢は２０歳以上の方に限定させていただきます。

・ 消音器の無い直管マフラーの装着や袖ヶ浦フォレストレースウェイ規定音量を超える車両は走行をお断りいたします。

　 （※95db 以下） 不安な方は消音バッフル等をご用意ください。

・ 走行車両は、 ２００ｃｃ以上 ・ オンロードタイヤを装着 ・ スポーツ走行が可能なナンバー付き車両に限定いたします。

　 レーサー、 200cc 以下の車両をボアアップした車両は不可。※ナンバープレート取り外し不可

・ お申込み後のキャンセルによる料金の返金は如何なる理由であってもいたしません。
   お仕事のご都合などあると思いますが、 事前にスケジュール調整の上、 お申込みください。

　 ただし、 お申込みいただいた同クラス内であれば参加権利をご友人などに譲渡していただいてもかまいません。 その際は必ず

　 走行会事務局までご連絡ください。 連絡がない場合、 いかなる理由であっても代理の方の走行はお断りいたします。

・ レーシングスーツ（MFJ公認のもの）、フルフェイスヘルメット（MFJ公認またはJIS規格およびSNELL規格に適合したもの）、

　レーシンググローブ（手首まで覆うもの）、レーシングブーツを必ず着用してください。

　各装備に破損・損傷が著しく、走行に適さないと判断した場合は走行をお断りいたします。

  　 ヘルメットへの度重なる衝撃・損傷により死亡・重症事故が多く発生している事もあり、安全上に問題のあるヘルメットの使用

  　 はくれぐれもお止めください。

  安全規定に達しない装備(服装)の方は、当日の走行を取り止めていただく場合もございます。

  また、当走行会ではヘルメットリムーバーや脊椎・チェストプロテクターのご使用を推奨しております。

・ 車検の点検項目は ｢タイヤの溝の残量並び状態｣ ｢ブレーキパッド残量｣ ｢オイル・冷却水の漏れがないか｣

　 ｢テーピングの有無｣ 「タイム計測器の取り付け状態」 です。トランポでご来場の方は、事前に各部確認を済ませておいてください。

   特にコース内でのオイル漏れは他の参加者に多大な迷惑を掛けますので、オイルドレンボルトやオイルキャップへのワイヤーロッ

 　クをお勧めしております。

　 ヘッドライト・ウインカー・テールランプなどは、飛散防止のためビニールテープなどでテーピングをしてください。

　 また、当日貸し出しの「タイム計測器」を紛失・損傷した場合は、お客様負担にて修理・弁償となりますので、後日ご送付いたしま

　 す参加受理書に同封の資料を参照のうえ、脱落など無いようにお取り付けください。

・ 当日、走行前のライダースミーティング・車検を受けられない場合は走行をお断りいたします。

　 他の参加者の方々にも迷惑を掛けることになりますので、時間に余裕を持って行動してください。

・ 転倒時に破損しやすいレバー・ペダル・ステップ等、部品の当日販売は行っておりません。
   不安な方は事前にご用意ください。　また、現地にて工具やケミカルの貸出しも行っておりませんので各自ご用意ください。

・ 当日の貴重品管理はご自身で行ってください。
   気になる方は、現地コインロッカーが若干数ございますのでご利用ください。

・ 自走でご来場の方は、万一の為、出来るだけ同伴者と一緒にご来場ください。
   車両が走行不可能になった場合、 当社では車両の搬送・手配などは行っておりません。

・ ナップスメンテナンスショップでは、受付を行っておりません。ナップス各店にてお申込みください。

・ パドック・ＰＩＴ内は喫煙・飲酒は厳禁です。喫煙は必ず限られた場所でのみお願いいたします。

・ サーキット内スタンドでもガソリン購入は可能ですが、ご来場前に給油・補充をお勧めいたします。

・ 場内にはペットの同伴はできません。｢介助犬｣もしくは｢盲導犬｣のみパドック内に同伴可能です。

　万が一、場内ペットに関してのトラブルや事故が発生した場合は全て飼い主様の責任となります。

■装備 ( 服装 )

■参加資格／車両に関して

■お申込みにあたりご確認ください。

■場内での注意事項

・ 当日の映像・画像等の肖像権は全て主催者に帰属します。この映像・画像は宣伝や広告などへの転用、また、インターネット上　
　での告知等に使用させていただく場合もございます。
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（　　　）     －

¥18,000-中級クラス 
袖ヶ浦フォレストレースウェイの走行経験、 または

他のサーキット走行会走行経験があり、 サーキット

走行のマナーを熟知し、 どんなサーキットでもスムー

スに走行できる方向け。

サーキット走行経験者で、 サーキットのマナー

を厳守して走行できる方向け。

¥18,000-初級クラス ¥16,000-入門クラス 
サーキット走行が初めての方や、 数回の走行経験

はあるが走行に不安を感じる方。 このクラスは、

インストラクターによる走行のアドバイス付きなの

で、 サーキットビギナーの方にオススメです！！

※走行 1 本目は、 15 分間全て先導付き　
　 追い越し禁止の完熟走行となります

（　　　）　　　－

（　　　）　　　－【　　　】

■お申し込み記入欄

※後日参加受理書をご郵送する為、お名前・ご住所・ご連絡先は明確にご記入ください。

※ナップスメンテナンスショップでは受付を行っておりません。ナップス各店にてお申込みください。

（車種名/排気量/年式）

年式

H・Y
S・K・外 ※200cc以上のオンロードタイプで、スポーツ走行が可能な車両

※ナンバープレート取り外し不可

※袖ヶ浦フォレストレースウェイ規定の音量（95db以下）を超える車両の走行は

できません。不安な方はサイレンサー・バッフルをご用意ください。

　　　　　   ＲＨ　＋　・　－

Ａ　・　Ｂ　・　ＡＢ　・　Ｏ

■血液型

※走行当日も必要となります。

＠

※パドック内への進入は地上高2.8ｍまでとなります。トランポでご来場の際はご注意ください。

※後日、参加受理書送付の為、現住所のアパート・マンション・建物名・部屋番号の記入、同居の場合は表札名もご記入ください。

※【 】内にはお申込み者との関係をご記入ください

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

トランポ　・　自走　・　その他（　　　　　　　　　　　　　）

■緊急連絡先 ※走行会当日、緊急時の連絡先となりますので、明確にご記入ください。（お申込み者以外）

都 道

府 県

※満20歳以上の方に限らせていただきます。

（走行回数/コース名） ■御利用のタイヤ/メーカー■サーキットライセンスの有無・サーキット名■サーキット走行経験

■緊急連絡先・御名前

■当日の交通手段

※必ずご連絡が取れる連絡先を記入■緊急連絡先電話番号

■御連絡先　（自宅・会社） ■携帯電話番号 ■Ｅ-Mail

■御住所

■御名前 ■性別

回　/ 有　・　無　/

■健康保険証番号

走行時間 中級・初級クラス：20分×3本、入門クラス：15分×1本・20分×2本（1本目は先導付き）

※お申し込み後のクラス変更・キャンセルによるご返金はできません。参加申し込み時によくご検討ください。

受付ナンバー：　　　　　-受付担当者：受付店舗：受付日：

走行会申込書2017.7.15　ナップス主催 サーキット走行会

袖ヶ浦フォレストレースウェイ
Good Speed Meeting  Vol.55

■生年月日※西暦表示（1975年●月△日)

(

税
込
）

(

税
込
）

(

税
込
）

◆無料体感アイテム

※オプションに関してご不明な点は、スタッフまでお問い合わせください。注意事項は全て参加説明書に記載がございます。

※無料体感アイテムは数に限りがございます。先着順となりますのでご了承ください。ご希望アイテムに○を付けてください。店頭申込のみ対象となります。

サイズ（　　　　　　　　）

※御用意出来るサイズ・数に限りがございます。

※後日サイズ合わせの為、再度御来店いただく必要がございます。

ブーツ サイズ（　　　　　　　　ｃｍ）ヘルメット サイズ（　　　　　　　　） グローブ サイズ（　　　　　　　　）

レンタルレザースーツ
ポイントカード対象外
¥2,000- （税込）

★袖ヶ浦フォレストレースウェイライセンス取得をご希望ですか？★原田哲也・青木宣篤 先導走行 定員：20名

※ご希望の方は、走行会終了後にライセンス取得と走行予約等の講習（30分程度）にご参加ください。

別途、ライセンス料金が必要となります。
※定員になり次第、終了となります。  ※ライダーや走行時間は選べません。

※先導時間は、15分前後を予定　
希望する 希望する

参加クラス： 受付担当：受付店：お名前： 受付ナンバー：

株式会社ナップス 走行会事務局    ＴＥＬ:０５０-３５３０-２９８８

後日、走行会事務局より参加受理書をご郵送いたします。走行会一週間前になっても受理書が届かない場合は、申込書類の内容に漏れがあ
る可能性がございますので、走行会事務局までご連絡ください。
また、本用紙は受理書が届くまでの仮控えとなります。走行会当日の受付には受理書が必要となります。
※お申し込み後のクラス変更、キャンセルによる「返金」はいかなる理由であっても行っておりませんので、ご了承ください。

様

参加者仮控え7月15日開催 Good Speed Meeting vol.55



同意書
（署名する前に、必ず下記文面を熟読ください。）

平成　　　　年　　　月　　　日

　　　　 署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

私は、サーキット走行に付随する危険性について、｢参加者説明書｣の内容及び基本的なサーキッ

ト走行時における危険性や特性を理解し、死亡、負傷、その他の事故が生ずる可能性があることも

理解しています。また、治療を要する場合の治療方法、治療内容は医師の判断に委ね、精神的損

害、物理的損害が発生した場合も主催者または運営者、コース管理者、医療関係者に損害請求を

しないことに同意致します。

参加に関連して、私や同行者、または私の家族、相続人、あるいは受遺者に生ずる可能性のある

障害その他の損害の全てについて、私自身が責任を負うものであり、危険性を了承した上で、参加

することを、希望致します。

私はイベントが野外で行なわれる事を理解し、開催不可能な悪天候、その他天災により開催中止と

なる可能性があることを理解し、その場合発生した損害・参加費用等は主催者に請求しないことに

同意致します。

当日の映像・画像等の肖像権は全て主催者に帰属します。この映像・画像は宣伝や広告などへの

転用、また、インターネット上での告知等に使用させていただく場合もございます。

私はイベント開催中、私、または私の同行者、家族、相続人、あるいは受遺者に障害、死亡、その

他の損害が結果として生じた場合であっても、予測可能な損害であるか否かに関わらずその責任の

全てを私が個人的に負うことに同意します。

また、主催者、運営者、コース管理者、関係各社が、私あるいは私の家族、相続人、受遺者、その

他の利害関係者から、私の参加に原因した、いかなる告発も受けないようにすることに同意致しま

す。

私は、運営者、コース管理者、関係各社の指示に従い、安全を最優先することを誓い、主催者、出

展者、雇用者、関係各社の車両及び物品、施設設備などに対し損害を与えた場合、賠償請求を受

諾致します。

走行車両に走行安全性に問題が生じた場合、または走行時に使用するレーシングスーツ、フル

フェイスヘルメット、レーシンググローブ、レーシングブーツなどの装備が安全規定に達しない、ある

いは破損・損傷により走行安全性に問題があると、運営者、コース管理者が判断した場合、走行中

止の指示に従い、参加費用等の返却を請求しないことに同意致します。

私は、この免責同意書を署名前に熟読し、内容を熟知しており、上記の事柄全て同意致します。

また、ここに記載されている条件が契約であって注意書にとどまるものではないことも理解しており、

この書式には私の自由意思で署名致します。

2017.7.15 ナップス主催 サーキット走行会

袖ヶ浦フォレストレースウェイ
Good Speed Meeting  Vol.55

印



参加ＮＯ：       　-

参加

レンタルレザースーツ/無料体感アイテム仮控え

お名前　　　　　　　　　　　　　様

キリトリ

NO.        -

お申込みいただき、誠にありがとうございます。レンタル品は、走行会当日の受付時にお渡しいたします。
また、こちらの控えは参加受理書が届くまでの仮控えです。参加者控えと共に参加受理書の到着まで保管してください。

誓約書

レンタルレザースーツ名

メーカー カラー サイズ

無料体感アイテム

メーカー

メーカー

カラー サイズ

レンタルレザースーツ：￥2,000-（税込）

無料体感アイテム：無料 ブーツは、25.0～28.0ｃｍまでご用意！サイズにより色/数に限りがございます。

走行終了後、簡単なアンケートにご協力ください。

走行終了後、簡単なアンケートにご協力ください。

■レンタルアイテムにチェックを入れ、メーカー/カラー/サイズを記入してください

□ 中級クラス　                  □ 初級クラス                 □ 入門クラス　

参加クラス：

受付店舗：

受付担当：

株式会社ナップス 走行会事務局    ＴＥＬ:０５０-３５３０-２９８８ 

※以下はスタッフが記入します。

※ご依頼後～４日程で受付店舗にレザースーツ・ブーツが到着します。到着後、店舗よりご連絡いたしますので、お手

数ですがご試着にご来店ください。ご試着されずサイズが合わない場合、当日の走行が出来ない場合がございます。

署名

（　　　　）　　　　-

印

電話番号

私は上記の事柄、全てに同意いたします。

　　　平成　　　年　　　月　　　日

No.

No.

カラーメーカー サイズNo.

カラーメーカー サイズNo.

カラーメーカー サイズNo.

・装備品のレンタルにあたり、関連して起こりました死亡・負傷・その他の事故で私自身及び同行者が受けた損害について、決して主催者及
び関係各位・係員・雇用者・サーキット関係者に対して、非難や責任追及、損害賠償の要求をしない事を誓約いたします。尚、この事は主
催者・走行会関係者・レンタル装備品などに起因した場合であっても変わりありません。

・レンタル装備品に関しましては、事前にサイズ確認を行っている事や複数回に渡り使用している事を理解し、サイズや品質・状態等に関し
ても関係者に対して非難、責任の追及、損害賠償の要求をしない事を誓約いたします。また、当日レンタル装備品に不具合が生じ、その後
の走行ができなくなった場合でも走行料金・レンタル費用の返却を要求いたしません。

・転倒などでレンタル装備品を破損した場合、通常の使用範囲を超えるダメージを与えた場合、汚れてしまったものに関しては、修理費（実
費）をお支払いいたします。

・主催者側より、レンタル及び体感アイテムの返還を求められた場合、どのような状況であってもすぐに返還いたします。

・体感アイテムをご利用の場合、走行終了後に簡単なアンケートにご協力いたします。

レンタルレザースーツ・無料体感アイテム申込書
店名： 店 受付者： 受付日： 日月

Good Speed Meeting vol.55
in sodegaura forest raceway

ライディングアートナップス サーキット走行会
袖ヶ浦フォレストレースウェイ

2017.7.15  Vol.55

ナップス主催 
　サーキット走行会 Good Speed Meeting  Vol.55 袖ヶ浦フォレストレースウェイ

カラー サイズNo.

カラーメーカー サイズNo.

カラーメーカー サイズNo.

カラーメーカー サイズNo.

※ご試着来店のご予定　　　　　月　　　　　日頃　
※ご依頼後～４日程で受付店舗に商品が到着します。
　　到着後、店舗よりご連絡いたします。



袖ヶ浦フォレストレースウェイ タイムスケジュール

＊サーキットの路面状況、アクシデントなどでスケジュールが大幅に変更になることが有ります。あらかじめご了承ください。

袖ヶ浦フォレストレースウェイ
Good Speed Meeting

　７：００～　　受付開始

　７：２０～　　車検開始　

　７：４５～　　ブリーフィング

１２：１５ ～　　閉会式・抽選会

１３：００ ～　　ライセンス講習

2017年 07月15日(土)開催

中級クラス 受付 車検

車検

車検

走行準備

初級クラス 受付 走行準備

走行準備サーキットアドバイス入門クラス 受付

中級クラス

初級クラス

入門クラス

９:４０

８:３０ ８:４５

９:５５ １０:１５ １０:３５

９:２０７:００ ７:２０ ７:４５ ８:２０

１０:５５ １１:１５ １１:３５ １１:５５

９:００

集合写真
撮影

15分間 20分間20分間

ブリーフィング

ブリーフィング

ブリーフィング



費用 入会金 (初回のみ） ¥10,300
ライセンス料 (一年間有効） ¥15,500

走行料 平日 ¥3,600 (40台）
（１本３０分） 土日祝祭日 ¥4,200 (40台）

持ち物 筆記用具
写真 ２枚（カラー） 縦３㎝×横２．４㎝ 脱帽・無背景
運転免許証
印鑑
MFJライセンス （取得している方はお持ちください。）

対象 2輪
125CC以上の市販オンロードバイク（オフロード・レーサー・スクーター不可）
音量が９５ｄB以下の車両に限ります。
※なお、ライセンス申請前に音量チェックをお願いしております。車検場までお越しください。
　チェック後お渡しする測定表を提出いただくことにより、スポーツ走行が可能となります。

タイムスケジュール

受付 9:15 コントロールハウス　1F　サーキット事務所
（整理番号順にお呼び致しますのでお車でお待ちください。）

音量測定  　　　 10:00 ～ 車検場横
講習 10:30 ～11：30 コントロールハウス　2F　　ブリーフィングルーム
コース試走 12:05 ～12：15 コース （先導車付きの下見となります。）

ヘルメット

服装

シューズ

グローブ

フルフェイス
MFJ公認が望ましい

※シールドは閉めて走行すること
レーシングスーツ

革製もしくは同等品
MFJ公認が望ましい

レーシングブーツ
くるぶしが隠れる200㎜以上の革製もしくは同等品

レーシンググローブ
手首まで隠れる革製品もしくは同等品

※当日受付のみとさせていただいております。現在のところ、予約は受け付けておりません。

※弊社では見舞金制度・共済会制度等はございませんのでスポーツ走行前日までに、

ライセンス取得講習会開催スケジュールについては、ホームページ「コーススケジュール」をご覧ください。

「袖ケ浦フォレスト・レースウェイライセンス申請登録書」並びに「誓約書」にご署名、ご捺印いただきます。
その際に「血液型（RH±まで）」が必要となりますので事前にお調べください。

袖ケ浦フォレストレースウェイ　　ライセンス申請・スポーツ走行概要（２輪）

※未成年者の方については別途ご案内させていただきますのでお問い合わせください。

※午前中でライセンス取得講習会は終了しますので、当日午後の枠からスポーツ走行が可能となります。

※ご来場になりましたらサーキット事務所にて受付簿に必要事項をご記入ください。整理番号をお知らせいたします。




